
～県外避難されているみなさまへ～
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越谷市コミュニティセンター
（サンシティホール）視聴覚室
（埼玉県越谷市南越谷１-2876-１）
安心して暮らすためにも、介護に関する知識
や技術を学び、悩みや不安を解消しましょう。
現在介護をされている方、これから介護に備
えたい方、介護以外でもご相談がございました
ら事前にご連絡ください。交流の時間もあり
ます。どなたでもお気軽にご参加ください。

問い合わせ 福玉相談センター
mail：fukushima_soudan@yahoo.co.jp

埼
玉

11/15
（木）

13：00
～16：00

2018
11/11
（日）

11：00
～14：00

2018

問い合わせ
 『うみがめのたまご』～3.11ネットワーク～
TEL：0985-25-2810 ／ 090-9402-1990
mail：askme@umitama.info

大
分
・
宮
崎
・
鹿
児
島

仙台市中小企業活性化センター
セミナールーム（２）Ｂ
（宮城県仙台市青葉区中央１丁目3-1 アエル6階）
仙台駅前にて相談会＆ミニランチ交流会を開催
します。福島県職員や専門機関との個別相談の
他、宮城県内の移住支援情報等もご紹介しま
す。また、当日欲しい資料や情報等ありましたら、
お気軽にお電話ください。ご参加お待ちしています。

大分県身体障害者福祉センター
生活訓練室（和室）
（大分県大分市大津町2丁目1-41）
福島県から大分県などへ避難や移住をしてい
るみなさんをむすぶ交流会です。福島県職員
による個別相談もあります。昼食タイムにはお
茶と甘いもの、軽食を用意します。お子さん連
れや、おひとりでの参加も大歓迎♪

2018

問い合わせ
一般社団法人みやぎ連携復興センター
TEL：080-9259-7049
mail：f-soudan@renpuku.org

宮
城

11/4
（日）

13：00
～16：0011･12

一般社団法人ふくしま連携復興センター発行元
〒960-8062　福島県福島市清明町1-7 大河原ビル２F

Tel.024-573-2732

TEL：0120-60-7722

９月に発生した北海道地方における地震及び台風24号により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

2018年9月8日（土）
避難者相談・交流会＠広島

広島県広島市のコミュニティースペース「たねまく広場」にお
いて、ひろしま避難者の会「アスチカ」の運営による避難者相
談・交流会が開催され、広島県内各地から11名（うち子ども1
名）の方が参加されました。
「たねまく広場」はアスチカの事務所兼交流スペース。普段か
ら気軽に立ち寄ったり、おしゃべりをしたり、みんなが安心し
て集える場所です。相談・交流会に先立って企画された「福島

◀福島懐かし食ランチ会の様子

◀「アスチカ」は西日本豪雨災害の支援に
も奔走。災害ボランティアセンターの
運営サポートや、個人からの少量の支
援物資を受け付け、必要なところへ届
ける活動を行っています。

懐かし食ランチ会」では、熱々の喜多方ラーメンと納豆餅を
いただきながら、初めて顔を合わせる方同士もすぐに打ち解
けて、おしゃべりに花が咲きました。
相談・交流会では、福島県・島根県職員から支援策と取り組
みの説明を聞いたあと、弁護士による自主避難者ＡＤＲ事例
のミニ講座、個別相談が行われました。並行して行われた交
流会で、参加者の方からは、「あちこちを転々とした後、子ど
もを頼って広島に来ました。家族が一緒に暮らせることが何
より幸せです。」震災直後の苦労や現在について語り合い、
避難先での生活への活力を得る場となりました。

私たちも多くの方に助け
ていただいて今があるの
で、お互い様です。

福島では四角い切り餅が当
たり前だったけど、こっちは
丸くてビックリ。

2018年 　　　　　　　月

日程、会場は変更になる場合があります。
ご参加いただく際は、各地域の問い合わせ先にご連絡をお願いします。

交流会・相談会情報



12/24
（月・祝）

10：00
～14：00

2018

12：00
～14：00

2018
11/17
（土）

問い合わせ

神
奈
川

TEL：070-5577-0311 平日13時～17時
mail：ayumu.tomoni@gmail.com

特定非営利活動法人 かながわ避難者と共にあゆむ会

茅ヶ崎市男女共同参画推進センター
「いこりあ」
（神奈川県茅ヶ崎市新栄町12-12
　茅ヶ崎トラストビル4階）

（神奈川県横浜市港南区港南4-2-8）

茅ヶ崎市にお住まいの方や日程OKの方、「出張
お茶っこ」いたします。お茶と軽食でおしゃべり
しませんか。他に司法書士と法的な相談、不動
産屋さんと住まいについての相談もできます。
土曜日開催です。ご参加お待ちしています！

港南区やお近くにお住いの皆様、「出張お茶っ
こ」に伺います。お茶と軽食でおしゃべりしませ
んか。他に司法書士と法的な相談、不動産屋さ
んと住まいについての相談もできます。日程に
ご都合がつく方、ご参加お待ちしています！

相模原地区で「出張お茶っこ」いたします。お
茶と軽食で集い交流する場です。お近くの方、
日程にご都合がつく方、おしゃべりにきません
か。他に司法書士と法的な相談、不動産屋さん
と住宅に関する相談もできます。ご参加お待ち
しています！

問い合わせ
一般社団法人石川県災害ボランティア協会
TEL：0800-123-1446（フリーダイヤル）
mail：fuku-shien@spacelan.ne.jp

（福岡県福岡市博多区博多駅前3-25-24
　八百治ビル）
本年度が民賃補助の最終年度となります。福島
県より担当者を迎えて住宅以外についても相
談・質問ができるよう相談・交流会を開催いた
します。少人数で利用できる部屋も用意して個
別に相談できる時間も設ける予定です。

平成31年３月末の民賃補助終了時での手続き
等の説明や、民賃補助終了後の暮らし、子育て、
教育、健康などの生活にかかわる悩み事につい
ての相談会を開催します。また避難されている
方同士の交流の場として茶話会も開催します。

山形市避難者交流支援センター
第２会議室
（山形県山形市落合町1 山形市総合スポーツセンター3階）

11/23
（金・祝）

13：00
～16：00

2018

TEL：092-409-3891  mail：hinan@snet-fukuoka.org問い合わせ
被災者支援ふくおか市民ネットワーク

福
岡
・
佐
賀
・
長
崎
・
熊
本

問い合わせ
特定非営利活動法人
山形の公益活動を応援する会・アミル
TEL：023-674-0606  mail：soudan@amill.org

山
形

11/18
（日）

10：00
～12：00

2018 千葉市きぼーる1Fアトリウム
（千葉県千葉市中央区中央4-5-1）
東日本大震災復興応援イベント「縁joy・東北
2018」の会場内で、専門家による相談対応をし
ます。〇帰還と暮らしの相談：福島県担当課職
員 〇住宅・不動産の相談：（一社）千葉県宅地
建物取引業協会 〇心と身体の健康相談：保健
師（千葉県健康福祉部健康づくり支援課）、臨
床心理士（（一社）千葉県臨床心理士会）

夕日寺県民自然園
（石川県金沢市夕日寺町ハ116）
「餅つき＆クリスマス交流会」
鏡餅や昼食用のお餅を全員でつき、おしゃべり
しながら丸めます。お昼はつきたてのお餅をい
ただきながら、楽しく交流しましょう。石川県
での開催ですが、富山、福井の避難者の方々
もご参加いただけます。ぜひお越しください。

問い合わせ
認定特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
TEL：080-5418-7286
mail：ftsoudan@npoclub.com

千
葉

11/17
（土）

10：00
～15：00

つくば市役所２階 職員研修室
（茨城県つくば市研究学園1丁目1番地1）
福島県からの現状の説明、弁護士による無料
法律相談、ふうあいねっと住宅サポーターによ
る住まいの相談、お茶っこ交流会を予定して
います。美味しいお茶菓子を準備してお待ちし
ています。

2018

問い合わせ
茨城県内への避難者・支援者ネットワーク ふうあいねっと
TEL：070-3182-4044
mail：fuai.soudan@gmail.com

茨
城

12/8
（土）

13：30
～15：30

鳥取市人権交流プラザ  研修室
（鳥取県鳥取市幸町151）
毎年恒例のクリスマス会を開催します。支援
者、関係者の皆様にご協力いただき、クリスマ
ス料理を準備いたします。福島県より支援策
の説明や福島県在住の方より現状をお話いた
だきます。また、健康相談も受け付けますの
で、是非お越しください。

2018

問い合わせ
とっとり震災支援連絡協議会
TEL：0857-22-7877
mail：support@tottori-shien.org

鳥
取

12/15
（土）

12：00
～14：00

2018 エイムアテイン会議室６C

2018年　　　　　　　月 最寄の会場へお越しください。交流会・相談会情報11･12

港南区福祉保健活動拠点
「そよかぜの家」３階 団体交流室

南保健福祉センターあじさい会館
南分室２階 交流室
（神奈川県相模原市南区相模大野6-22-1）

12/2
（日）

12：00
～14：00

2018

12/16
（日）

12：00
～14：00

2018

富
山
・
石
川
・
福
井

問い合わせ
愛知県被災者支援センター
TEL：052-954-6722  mail：center@aichi-shien.net

愛
知

11/25
（日）

11：00
～15：00

2018

（愛知県豊橋市牟呂町字松崎15番地）

福島県から避難されてきた方々のみを対象と
する「ふくしま交流会」を開催します。甲状腺
エコー検診を無料で受診でき、その場で医師
から説明を聞くことができます。初めての方も
お気軽にお越しください。

コープあいち豊橋生協会館



全国の生活再建支援拠点を紹介します

相談窓口のほかに、どんな活動を行っていますか？

相談を受ける際、大切にしていることは何ですか？

お一人お一人がご自身のお気持ちを安心してお話でき
るよう、心がけています。

情報コーナーでは本の貸出もしています。また毎月最
終木曜日の11時～15時は物々交換のできる茶話会
「くるくるお茶会」を開催しております。どうぞお気軽
にご参加ください。ほっとめぐる交流会は県内あちこ
ちで交流会を開催します。お近くで開催の交流会に
お越しください。

A１

A２

A１

A２

A１

A２

A１

A２

A１

A２

A１

A２

信頼関係を大切にし、小さな悩み事でも気軽に相談
できる場所となれるように努めています。関係機関と
連携してサポートができるようにしています。

私たちの拠点は、各町の広報誌などが自由にみられる
ようになっています。避難されている方が、気軽にお
話しできるような交流会を心がけています。美味しい
お茶菓子をご用意していますのでお気軽におこしくだ
さい。

茨城

Q1

Q2

相談者の方のお話をよくお聴きすることを心がけてい
ます。いつでもご連絡ください。

住宅地に事務所があります。同じ町会の方と夏祭り、
防災訓練等の交流も盛んに行っています。古い建物で
はありますが、何か懐かしい…と思えるような事務所
になっています。毎月必ず遊びに来てくださる方々も
いらっしゃいます。どうぞお気軽に遊びに来てくださ
い。お茶を飲みながら一緒にお話ししませんか？

富山・石川・福井

こんな事でもいいの？というようなちょっとした不安や心配
事でも大丈夫。また、生活資金や就労など困りごとの解決
策も一緒に探しましょう。あなたの話をお聞かせ下さい。

みなさんの明日の活力となるような交流会イベントを月
1回以上、毎週火曜には手芸サークルを開催。また、避
難者さん自身が講師となる自立支援事業や、年１回の健
康診断（18歳以下無料）の他、託児支援（助成）も行っ
ています。

解決につながるように、復興支援員とともに継続した関わ
りの中で栃木で暮らしやすいように応援していきます。

復興支援員が訪問支援の活動をしているほか、広報誌
『とちぎ暮らしの手帖』を発行しています。また、双葉町
出身の方による習字塾（無料）を月に1回開催していま
す。ボランティアセンターでもあるので、色んな人が出入
りしています。事務所1階でフードバンクもやっています。
誰でも来られますので、気軽にお立ち寄りください。

栃木

滋賀・京都

ひとりひとりの今の悩みや苦しみを聴き、自ら将来を拓
けるような援助ができるよう心がけています。

定期的にリフレクソロジーや鍼灸などのリラックスでき
るイベントや、バスでのおでかけ、BBQや小規模な茶話
会、なども行っています。それをきっかけに個別の生活相
談や起業相談につながることが多々あります。

vol.  3

沖縄

A１

A２

気軽に立ち寄ってお話ができる居場所としてご利用くだ
さい。相談内容の秘密は守ります。必要に応じて、専門
的なアドバイスができる方におつなぎしますので、安心
してご相談ください。
秋田杉をふんだんに使った秋田県の市民活動拠点「遊
学舎」内に拠点を設置しています。秋田県被災者受入支
援室や支援活動団体、大学生の方々と一緒に事業を開
催しています。交流会は、家族でもお一人でも、参加者同
士が楽しく交流できるように心がけています。

青森・岩手・秋田

岡山

ふうあいねっと

石川県災害ボランティア協会

福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会

和（なごみ）

茨城県内への避難者・支援者ネットワーク

一般社団法人

一般社団法人  ほっと岡山
（受託団体：特定非営利活動法人
まちなか研究所わくわく）

特定非営利活動法人

とちぎボランティアネットワーク
認定特定非営利活動法人

全国26ヵ所の生活再建支援拠点（相談窓口）
をシリーズでご紹介します。
ぜひ一度、お近くの拠点へご連絡ください。
＜各拠点の連絡先は最後のページをご覧ください＞

あきたパートナーシップ
特定非営利活動法人 



024-573-2731
toiro@f-renpuku.org
月・水・金（祝祭日を除く）
10：00～17：00 

福島県福島市清明町1-7 大河原ビル2F

024-573-2731
toiro@f-renpuku.org
月・水・金（祝祭日を除く）
10：00～17：00 

福島県福島市清明町1-7 大河原ビル2F

011-200-0973
soudanf@npo-hokkaido.org
月・水・金  10：00～18：00　

018-829-2140 / 080-5566-6238
info2340@akita-partnership.jp

北海道札幌市中央区南8条西2丁目5-74
市民活動プラザ星園201号 秋田県秋田市上北手荒巻字堺切24-2

023-674-0606
soudan@amill.org
来所/月・火・木 9：00～17：00　
電話・メール/月～金  9：00～17：00 

山形県山形市双葉町2-4-38 双葉中央ビル3階

080-9259-7049
f-soudan@renpuku.org

宮城県仙台市青葉区本町3-1-17
やまふくビル3階

070-3182-4044
fuai.soudan@gmail.com
火・水・木
9：30～16：30

028-622-0021
info@tochigivnet.jp
火・水・金
10：00～17：00 

茨城県水戸市文京2-1-1
茨城大学教育学部A棟413

栃木県宇都宮市塙田2-5-1共生ビル3階

027-386-6560
kurashi-ouenkai@bb.wakwak.com
月～金（祝祭日を除く）
9：00～16：00 

0120-60-7722
fukushima_soudan@yahoo.co.jp
月～金
9：00～17：00 

群馬県高崎市棟高町519 埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目4-21
埼玉県勤労者福祉センター（ときわ会館）1階

（東京都社会福祉協議会）昼 0120-978-885
（医療ネットワーク支援センター）夜 03-6911-0584

soudan@medical-bank.org
（東京都社会福祉協議会）月～金  9：30～17：00
（医療ネットワーク支援センター）月～金 17：00～20：30

070-6471-0311
ayumu.tomoni@gmail.com
来所/月～金（祝祭日、年末年始を除く）13：00～17：00
電話/月～金 12：00 ～19：00

神奈川県横浜市中区太田町4-47 
コーワ太田町ビル7階
※来所される際は、必ず事前にご連絡ください。

055-274-7722
musubukai@ycca.jp
月～金（祝祭日を除く） 月～金（祝祭日を除く）
9:00～17:00

山梨県中央市若宮49-7
0800-123-1446（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）
fuku-shien@spacelan.ne.jp

10:00~12:00 / 14:00~17:00

石川県金沢市荒屋町イ7-5

070-5340-9311
kansaihinan@gmail.com
月～金
10：00～16：00 

大阪府茨木市西駅前町8-11
ローズハイツ茨木107号室

0857-22-7877
support@tottori-shien.org
月～金（祝祭日を除く）
9：00～18：00 

鳥取県鳥取市若桜町31 カナイビル1F

0120-24-2940
fukushima.seikatsu.hir@gmail.com
火・水・金（祝祭日は除く）
10：00～16：00 

広島県広島市西区三篠町2丁目15-5

0120-566-311
hotokayama@gmail.com
火・木・金・第２土曜
10：00～16：00 

岡山県岡山市北区東古松1丁目14-24 コーポ錦1F

070-5515-2217
ehime311@yahoo.co.jp
月～金（祝祭日、お盆、年末年始は除く）
10：00～15：00 

愛媛県松山市東一万町2 第3森ビル1階 
協働オフィス内

092-409-3891
hinan@snet-fukuoka.org
月・水・金 10：00～18：00 

福岡県福岡市博多区博多駅前3-27-24 
博多タナカビル8F  

0985-25-2810 / 090-9402-1990
askme@umitama.info
火・木・土 10：00～16：00 

080-6498-6720
soudanoki@gmail.com
月～金（土曜日は要予約）
10：00～16：00 

宮崎県宮崎市柳丸町121-3 パストラル柳丸Ⅰ-101 沖縄県浦添市内間2-10-8

※面談での相談をご希望の方は、事前にご
連絡ください。

沖 縄 福 島大分・宮崎
鹿児島

福岡・佐賀
長崎・熊本

徳島・香川
愛媛・高知

鳥 取大阪・兵庫
奈良・和歌山

滋賀・京都岐阜・三重愛 知

静 岡富山・石川
福井

山梨・長野

新 潟神奈川東 京

千 葉埼 玉群 馬

栃 木茨 城山 形

青森・岩手
秋田

北海道 宮 城

千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目159-2
おおなみこなみ内

電話・メール/ 月～金  10：00 ～17：00
来所/ 月・火・水  10：00 ～17：00　
ftsoudan@npoclub.com
080-5418-7286

静岡県静岡市葵区田町1丁目70-1 
静岡県青少年会館内

9：00 ～16：30
火・水・金
fukushima.katei@gmail.com
0120-42-2828 / 054-275-2828

愛知県名古屋市中区三の丸3-2-1 
愛知県東大手庁舎1階

10：00 ～17：00 ※月・水もスタッフ常駐
火・木・金（祝祭日、年末年始を除く）
center@aichi-shien.net
052-954-6722

愛知県名古屋市東区泉1-13-34 名建協2階

10:00~18:00
月～金(祝祭日を除く)
fksm@rsy-nagoya.com
052-212-8155

京都府京都市下京区七条大宮西入西酢屋町10

（これ以外の日程もご希望により相談可能）

（これ以外の日程もご希望により相談可能）

（これ以外の日程もご希望により相談可能）

月・水・金 10:00~17:00
info@fucco-nagomi.com
075-353-5181

岡 山

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

相談日
/時間

相談日
/時間

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

住所

TEL
mail

相談日
/時間

TEL
mail

住所

住所

TEL
mail

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所
TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所
TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

相談日
/時間

住所

TEL
mail

全国の生活再建支援拠点(相談窓口)　一覧

島根・広島
山口

ふくしまの今とつながる相談室toiro

ふくしまの今とつながる相談室toiro

北海道NPOサポートセンター あきたパートナーシップ

山形の公益活動を応援する会・アミル

福島県県外避難者相談センター
［宮城拠点］

ふうあいねっと とちぎボランティアネットワーク

ぐんま暮らし応援会

医療ネットワーク支援センター かながわ避難者と共にあゆむ会

東日本大震災・山梨県内
避難者と支援者を結ぶ会 石川県災害ボランティア協会

関西広域避難者支援センター とっとり震災支援連絡協議会

ひろしま避難者の会「アスチカ」

ほっと岡山

えひめ311
被災者支援ふくおか市民ネットワーク

3.11からつながるみんなの家『まあや』 福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会

福島県県外避難者相談センター（千葉）

福島県県外避難者相談センター「ここさこ」

愛知県被災者支援センター レスキューストックヤード
（ふくしま支援室）

和（なごみ）

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 

特定非営利活動法人

（調整中）

（受託団体：一般社団法人みやぎ連携復興センター）

茨城県内への避難者・支援者ネットワーク 認定特定非営利活動法人

福玉相談センター
（受託団体：特定非営利活動法人
  埼玉広域避難者支援センター）

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人

一般社団法人

一般社団法人

特定非営利活動法人

（受託団体：特定非営利活動法人
　まちなか研究所わくわく）

（受託団体：『うみがめのたまご』
　～3.11ネットワーク～）

（受託団体：認定特定非営利活動法人
  ちば市民活動・市民事業サポートクラブ）

（受託団体：静岡県臨床心理士会）

特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人


